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軽減税率の導入背景

Introduction
1989 年に日本で初めて導入された消費税。当時は 3％だった消費税も、2019 年 10 月1日には10％

に増税になります。これまでにも 5％、8％と段階的に税率が変わってきましたが、今回の増税では新たに
軽減税率が導入される予定です。これにより、これまでの増税とは比べものにならない大きな混乱が起き
ることが予想されています。

消費税は間接税なので、所得税や法人税などのように、所得が多ければ多いほど納税額も増えるという
性質ではありません。そこで、低所得者への経済的な配慮から、一部の商品について軽減税率が導入さ
れます。諸外国ではすでに軽減税率が導入されています。例えばフランスの消費税は19.6％ですが、一部
の食品については 5.5%、医療や保険などは非課税ですし、イギリスでは 20％の消費税に対して食料品や
医療品は 0％です。このように一般的には軽減税率の幅が大きく、日本のように 2％の幅で軽減税率を導
入するケースは珍しいといえます。そういった観点から、低所得者への対策としてどれほどの効果があるの
か、疑問は残るところではあります。
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飲食料品

対象となるのは飲食、新聞
軽減税率の対象となるのが、飲食料品と新聞です。具体的に解説しましょう。

飲食料品でも10％課税となるものが
ある

判断が難しい一体資産

定期購読の新聞  
軽減税率が適用となるもうひとつの対象品目が

新聞です。新聞に関しては、①週 2 回以上発行さ
れるものであり、②定期購読契約をしていること
が軽減税率適用の要件です。毎日自宅に届けられ
る新聞は 8％。日刊新聞であっても、コンビニや
キオスクなどで単発的に購入すると10％の消費税
がかかります。

消費税増税の経過措置を
理解し、上手く活用する

増税による影響をできる限り軽減するため、さまざまな経過措置が執られることになりました。この経過
措置を上手く使えば節税効果が見込めますので、税理士以外の士業も押さえておきたいところです。

工事の追加が出たら、契約変更では
なく追加契約にする
3 月 31日までに工事の請負契約を締結していて

も、4 月以降に契約条件に変更が生じ契約変更し
た場合には、8％ではなく10％の消費税が適用と
なります。ただ、「建物の一部の構造を変更する」「外
構の仕様を変更する」など、本来の契約内容を大
幅に変更することのない微修正や追加に関しては、
契約そのものを変更するのではなく、追加工事と
いう扱いにすることで節税を見込めます。

追加と変更の違いは取引内容などによって異な
るため、一概に判断することはできません。該当
する取引が、当初契約における工事内容などの一
部変更に伴うものなのか、それとも当初契約で定
められていなかったものを追加したものなのか、
などを踏まえながらの判断は必要です。

追加工事であれば既存の契約は生きたままなの
で、その部分は 8％の消費税が適用され、新た
に 4 月1日以降に追加された工事の部分だけが
10％となるためです。この辺りの知識を押さえて
おくと、クライアントから節税の相談がきたときに
も一歩踏み込んだ対応ができるでしょう。

工事の請負契約などの取引は、引き渡し日に売
上が計上されることが原則です。しかしそうする
と、契約締結から実際の引き渡しまでの期間が長
いうえ、契約締結日には引き渡しの正確な日付が
はっきりしないため、何％の消費税が適用になる
かわかりません。

そこで、2019 年 3 月 31日までに契約を締結し
ておけば、実際の引き渡しなどが 10 月1日以降
でも 8％の消費税が適用されるという経過措置が
設けられました。忘年会や社員旅行など、すでに
日程が確定しているものについては、2019 年 3
月 31日の前日までに契約しておくといいでしょう。
主な経過措置については巻末の表を参照してくだ
さい。

資産の貸付契約を上手く活用して節税
につなげる

飲料食品について、国は「食品表示法に規定す
る食品」のことを飲料食品と定義しています。食
品表示法における「食品」の定義は以下のように
なっています。

●全ての飲食物
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第
百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品以外

●食品衛生法第四条第二項に規定する添加物を
含む

また、全ての飲食物の中には「酒類」は含まれ
ていません。従って、酒類や医薬品、医薬部外品
を除く全ての飲食物が、軽減税率の対象となると
考えられます。

さらに、軽減税率が適用になるか、標準税率が
適用になるかの判断が難しいのが「一体資産」で
す。一体資産とは、おまけ付きのお菓子など、「食
品と食品以外の資産があらかじめ一体となってい
る資産で、資産に係る価格のみが呈示されている
もの」を指します。ケーキ屋によくある、陶器製
の器に入ったケーキやプリンなどもこれにあたりま
す。一体資産については、①税抜き価格が 1万円
で、かつ②食品の占める割合が 2/3 以上の場合
のみ、全体が軽減税率の対象です。また、②の
2/3 については、仕入原価の割合によって合理的
に判断すればよいことになっています。

このように書くと、飲食料品であれば全て 8％と
なるようにも思えますが、一部の飲食料品は標準

税率が適用となります。テレビなどでもたびたび
取り上げられているので、ご存じの方もいるかもし
れません。標準税率の飲食料品については、この
3 つを押さえておきましょう。

●外食やイートインなど、店内での飲食
●ケータリング（単なる出前や宅配は軽減税率

が適用となる）
●飲食料品を製造するための外注加工費

引渡日ではなく契約締結日で税率が
決まる取引を押さえる

リース契約や建物の賃貸契約など、継続して貸
付が行われる資産の契約については、仕組みを上
手く活用して節税につなげることも可能です。資産
の貸付契約は自動更新が多く見られますが、契約
更新後は更新時の税率が適用となります。そこで、
例えば賃貸借の契約期間を10 年、20 年の定期
借家契約にするなど、8％の契約期間を長く取る
ことで、かなり長い期間の節税を見込むことがで
きます。資産の貸付契約を行っているクライアント

がいるならば、提案してほしいところです。
他にも、月払いで計上しているリース契約などを

年払いにする、毎月購入するものについては年間
契約にするなどの工夫をすることで、消費税額を
抑えることができます。
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インボイス制度は経過措置
とともにしっかり理解を

今回の増税では、インボイス制度が導入されることになりました。正式名称を「適格請求書等保存方式」
と呼び、2023 年 10 月1日から本格的に導入されることになっています。現時点では特に影響はないため、
すぐの対策は必要ありませんが、税理士・他士業ともに、概要と経過措置のスケジュールについては押さえ
ておきたいところです。

インボイス制度の概要
2019 年 10 月1日より、取引の中で軽減税率と

標準税率が混在することから、これらの区別が分
かるように請求書の形式が変更となります。これ
を適格請求書と呼び、適格請求書発行事業者登
録をしている業者のみが適格請求書を発行できる
仕組みに変わります。2023 年 10 月以降の仕入
について仕入税額控除の適用を受けるためには、
適格請求書の保存が条件となります。

適格請求書発行事業者になるためには、「適格
請求書発行事業者登録制度」を活用して登録手
続きを行わなければなりません。これは 2023 年
のインボイス制度の導入に先立ち、2021年から
新設される制度です。

結論として、取引先が仕入税額控除を受けられ
るようにするためには、①課税事業者であること
②適格請求書発行事業者であること　の 2 つの
条件を満たさなければならなくなるのです。

2023 年 9 月 30 日までは大きな影
響はない

各種請求書と記載例
区分記載請求書と適格請求書の様式、および記

載しなければならない項目については、巻末資料
図８（18 ページ）のようになっています。

免税事業者とインボイス制度
インボイス制度によって大きく影響を受けること

が予想されるのが、課税売上1,000 万円以下で
消費税の納税が免除されている免税事業者です。

2023 年までに適用となる区分記載請求書は免
税事業者でも発行できるので、免税事業者から
の仕入であっても仕入税額控除が適用となります。
しかし 2023 年以降は、適格請求書発行事業者
以外の事業者が発行した請求書では仕入税額控
除が適用されません。ここは全士業が押さえてお
くべき情報といえます。

具体的な例を挙げて説明しましょう。以下の取
引があったとします。（わかりやすいよう、これ以
外の取引はないものとして考えます）

免税事業者が益税の恩恵を受けられ
なくなる
適格請求書発行事業者は課税事業者のみが登

録できるので、免税事業者が適格請求書発行事
業者になるにあたっては、まず課税事業者になら
なければなりません。そうすると、免税事業者が
これまで得ていた益税分を得られなくなります。

免税事業者には小規模の小売店や個人事業主な
どが多いと考えられますが、免税事業者のままで
いることで競争力が落ちることが推測されるため、
免税事業者から課税事業者に転換する事業者も
増えるでしょう。これらの事業者は、増税に加え
て益税が得られなくなるという二重のダメージを
受けることになります。事業者の中でも特に影響
が強いと思われるのが、スーパーなどの小売店や
個人タクシーのように、他店と同質・同価格の商
品を取り扱っている事業者です。一方で、「この人
に仕事を頼みたい」と思われるような属人的要素
の強いビジネスを展開している事業者にとっては、
そこまで影響はないと考えられます。

おそらく士業も属人的要素が強いビジネスとい
えるでしょう。ただ、同業他社と同等、同価格の
サービスを展開していれば、小売店などと同じく

インボイス制度の経過措置
このように影響が大きいインボイス制度ですが、

区分記載請求書だけではなく、2023 年の増税以
降も 2 段階の経過措置が設けられました。

● 2023 年〜 2026 年は、免税事業者などから
の仕入であっても仕入税額控除は 80％適用

● 2026 年〜 2029 年は、50％が仕入税額控
除の適用

● 2029 年以降は一切の仕入税額控除の適用
なし

2023 年まで使用される区分記載請求書では、
区分の記載漏れがあったとしても、取引先が手元
で追記することができます。しかし適格請求書に
なると取引先のところで追記ができなくなるため、
請求書の再発行を求められるなどの手間が発生し
ます。また、自分が仕入側になったとき、仕入業
者が適格請求書を発行していないことに気がつか
ずに処理を進めてしまったら、後から大きな問題
に発展する可能性もあります。

こうした余計なタスクを増やさないためにも、区
分漏れの請求書を出さないよう、経理担当者は適
格請求書についてしっかりと理解をしておく必要が
あります。

2023 年 10 月1日から本格的に導入されるイン
ボイス制度ですが、それまでの間は「区分記載請
求書等保存方式」という経過措置が設けられるこ
とになりました。これにより、軽減税率対象売上
がある場合には、品目と税率ごとの合計金額を記

載した「区分記載請求書」を保管することで仕入
税額控除ができることになります。

現行の請求書を並行して利用することもできま
すが、それはあくまでも軽減税率対象売上がない
場合に限られます。軽減税率対象売上がある取引
については、消費税額を一括で記載する現行の請
求書では、消費税額控除は適用になりません。

●課税売上額　220 万（うち消費税 20 万）
●仕入額　110 万円
この場合、適格請求書発行事業者からの仕入で

あれば、110 万円うち10 万円が消費税額控除の
対象となるため、納税額は 20 万―10 万＝10 万
です。一方、免税事業者や、課税事業者であっ
ても適格請求書発行事業者登録をしていない事
業者からの仕入であれば、納税額は 20 万―0 ＝
20 万となります。

このように、仕入れ先によって納税する消費税
額が異なるため、2023 年以降は免税事業者から
の仕入を制限する事業者が出てくることが予想さ
れます。また、適格請求書発行事業者登録をして
いるかどうかが取引先にすぐに分かるよう、適格
請求書には事業者登録番号の表示義務も課され
ています。2023 年を境に、免税事業者は適格請
求書発行事業者になるかどうかの判断を迫られる
ことになるでしょう。

同価格・同質の商品を扱っていることになってしま
います。そうならないよう、得意分野を伸ばして
抜きん出るなどの戦略を練る必要があると思われ
ます。
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税理士が増税後の労力やコストをできるだけ最
小限にするためには、クライアントである事業者
の協力が不可欠です。特にクライアントの経理担
当者には、増税後に生じるタスクについてしっかり
と理解してもらっておかなければなりません。その
ためには、やはり税理士からの働きかけが不可欠
です。経営者や経理担当者を対象にセミナーを開
くという方法もありますが、準備が間に合わない
のなら、せめて国税局が主催している消費税軽減
税率説明会などに参加するよう呼びかけましょう。

日々の記帳や仕訳の手間が増大する
2019 年 10 月1日より、軽減税率対象品目に関

する請求書に関しては、区分記載請求書を発行し
なければならなくなります。そこでまずは、現行
の請求書の様式変更が発生します。

それに合わせて、標準税率の取引と軽減税率の
取引とで分けて会計記帳する作業が発生します。
課税仕入のみならず課税売上の仕訳も 2 種類に
分かれるため、【8％の課税売上・10％の課税売上、
8％の課税仕入、10％の課税仕入】の 4 種類の
仕訳が混在することになります。

さらに、日々の仕訳に加え、軽減税率と標準税
率の請求書やレシートなども区別して保管しておか
なければなりません。請求書やレシートをひとまと
めにしてクライアントから受け取り、事務所で会計
処理や最終チェックを行っている事務所も多いで
しょう。ですが増税後は、税理士側で軽減税率
なのか標準税率なのかを一つ一つ確認しながら処
理しなければならなくなり、膨大な手間が発生し
ます。クライアントの多くは、「最終的には税理士
が正しい処理をしてくれる」と思っています。その
ため、仕訳や記帳の理解が浅いままで税理士のサ
ポートも不十分だと、日々の会計記帳の際にも「よ
くわからないから、とりあえず 10％で全部入力し
ておこう。後で税理士が修正してくれるだろう」と
いう考えの下で雑な処理をされかねません。そう
すると、後から税理士が全て手修正をかけなけれ

書面を郵送するだけでは、クライアン
トに伝えたことにはならない

増税により増えるコストに
対し、どう対策を取るべきか

10 月から始まる消費税増税の概要についてお伝えしました。大きな変更点は、軽減税率とインボイス制
度の導入です。増税によって、具体的に事業者や税理士にはどのような影響があるのでしょうか。手続きや
処理的な側面から解説します。

顧問契約を見直す機会を
増税により、会計処理のコストが増大すること

がわかりました。クライアントである事業所と顧問
である税理士、ともに協力してコストを分散させ
ていく姿勢が重要になります。

クライアントの手間はそのままにして税理士が増
大する手間を背負うとなれば、その分増えるコス
トに見合った顧問料に改定する必要が出てくるで
しょう。クライアントが顧問料の据え置きを望む
のであれば、増える手間はクライアントに負担して

契約内容の巻き直しは夏までに終えて
おきたい
クライアントに仕訳などの作業を任せて顧問料

を据え置きにするにせよ、顧問料を引き上げるに
せよ、既存の顧問契約の巻き直しは必要になりま
す。基本的には10 月1日の増税前には契約の巻
き直しを終えておきたいところです。

クライアントによって顧問契約の開始時期も異な
りますし、10 月まで半年程度しか時間の猶予が
ないことを考えると、悠長に準備をしている余裕
はありません。少なくとも夏までには顧問契約の
見直しや再契約の手続きが一段落できるよう、今
のうちから着手しておきたいところです。

もらわなければなりません。顧問料も据え置きで
手間も税理士側が負担するとなると、おそらく事
務所経営に大きな影響を与えるはずです。

増税後に具体的にどのような作業が増えるのか。
顧問料を引き上げるのか、引き上げるとすればど
れくらいに引き上げるのか。こういったことを、今
のうちから考えておく必要があるでしょう。

また、国税局などが発行しているパンフレットな
どを顧問先に送付したり、メールなどで「消費税
の増税にはこのような特徴があります」という一
般的な情報を送ったりするだけでは、周知として
は不十分です。

直接訪問して説明するのがベストですが、難し
い場合でもせめて電話で「消費税が増税になると、
あなたのところにはこのような影響があります。だ
からこういったことに注意してください」というこ
とを個別に伝え、必要に応じて指導するなど、個
別かつ直接の周知が絶対に必要です。

ばならなくなります。万が一チェックが漏れてしま
い、軽減税率なのに標準税率で課税仕入額を多
く計上してしまえば、脱税にもなりかねません。

こういった余計な手間を極力省き、クライアン
トと税理士ともにスムーズな記帳や決算処理を進
めるためには、増税後の記帳方法や請求書の発
行・保管方法について早いうちからクライアントの
経理担当者にしっかりと指導を行う必要があるで
しょう。さらに小売店や飲食店の顧問契約が多い
税理士は、日々の記帳の問い合わせのほか、レジ
システムについての相談なども増大する可能性が
あります。こういったことを考えると、増税におけ
る事業所や税理士の負担は、おそらく想定してい
る以上のものになるはずです。
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税理士の多くが、決算書と同時のタイミングで
納税額をクライアントに通知していますが、全て
のクライアントが納税額について事前に把握して
いるわけではありません。税理士に納税額を教え
られて初めて「こんなに納税しなければいけない
のか」と驚くケースも見受けられます。

顧問として月次決算などの数字に関わっている
税理士には、事業者の数字が丸見えです。その
ため、納付時期直前になって消費税の納付額を伝
えられた経営者としては ｢先生にはもっと早くにわ
かっていたはずなのに、なんで教えてくれなかった
んだ」といって不信感を抱く要因にもなりかねま
せん。特に納税額が大きく、事業者の手元に残っ

消費税貯金は続けてほしい
日本に消費税が導入されてから言われてきてい

ることですが、消費税納税のために資金をプール
しておく、いわゆる「消費税貯金」は提案してほ
しいところです。

増税後の初めての納付と、免税事業者から課税
事業者に変わって初めての納付は、事業者にとっ
て非常に大きくキャッシュが消えるタイミングとな
ります。影響を最小限にとどめるためにも、一定
額の資金はプールしておくと安心です。ちなみに、
私は知識サービス業であれば「目安として、課税
売上額の 4％はプールしておいてください」と伝え
ていますので、増税後は 5％が目安ですね。

決算の数ヶ月前に予想納税額を伝える

2023 年までは免税事業者として益税
をプールする
グループ企業で免税事業者の法人を抱えている

ところもあれば、小規模の事業を展開して免税事
業者として事業を展開している人も多いものです。
2023 年までは、免税事業者であることはディス
アドバンテージにはならないので、この間に益税
をプールしておくと、1つの強力な備えになります。

人件費を外注費に
飲食関係やサービス業などの人件費が多くなり

がちな事業者は、性質的に消費税を抑えることが
難しいのが現状です。働き方改革でフリーランス
や副業が増えている今、例えば在宅勤務の社員を
雇用ではなく、フリーランスとして外注し、業務委
託契約を結ぶ形にするなど、社員やパートを外注
扱いにすることで、消費税の納税額を抑えること
が可能になります。

雇用ではなくフリーランスで外注扱いにするとな
ると、指揮監督下に置いてはならないなどの一定
の制約はあります。しかし、プロジェクトごとにフ
リーランスを入れ、指示を出すようなスタイルにす
れば、指揮監督下にあるとは見なされにくくもなり
ます。今後は、雇用にするのかフリーランスとして
外注扱いにするのかも考えておきたいところです。

増税の負担に悩むクライアントに、
税理士はどうアドバイスする？

消費税は、【課税売上税額―課税仕入税額】で残った差額を国に納税するシステムですが、その性質上、
根本的な節税が難しい税金ともいえます。増税による納税額の増加に備え、税理士はクライアントに対し
てどのような対策を提案することができるでしょうか。

海外に市場を持つ事業者であれば、一番の消費
税対策は「国内で仕入れたものを海外で売る」と
いうスタイルです。こうすれば、課税売上にかかる
消費税額は海外売上については 0 円ですので、国
内仕入れに相当する消費税額の控除または還付を
狙うことができます。

国内で仕入れたものを海外で売る

ているキャッシュが少ない場合は、経営者の不満
は税理士に向かいやすくなります。

さらに、経営者が納税額を知ったときにはすで
に会計年度が終わっているため、そこから節税対
策を取ることもできません。クライアントの円滑な
納税と事業への影響を最小限に抑えるためにも、
早めに納税予想額を伝えてあげたいところです。
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増税や法改正は顧問料値上げのチャンスでもあ
りますので、積極的に活用するのも手です。開業
当初に集客目的などで顧問料を低く設定していた
事務所の場合、低い報酬額で受け続けた顧問契
約が、今の事務所経営を大きく圧迫していること
もあります。今回の増税は、過去に廉価で引き受
けて、なかなか値上げのチャンスがなかった顧問
契約について大手を振って見直せるチャンスです。

飲食業の経営だけではなく、処理にも
詳しい税理士が求められる
今回の増税で特に大きな影響を受ける業界が飲

食関係です。かかるコストに対して顧問料が見合
わないなどの理由から、飲食関係のクライアント
との顧問契約を切る税理士が出てくることは容易
に考えられます。また、これまでは顧問税理士を
つけていなかった飲食関係の事業者が、新たに税
理士との顧問契約を結ぶケースも増えてくるでしょ
う。これまで飲食関係の経営に詳しい税理士は多
くいました。しかし、経営だけではなく処理にも
詳しい税理士として高いスキルを身につけ、他の
税理士が避けたがる面倒を引き受けられる税理士
になれば、一定のニーズが見込めるのではないで
しょうか。

既存の契約や事務所の方針を見直す
チャンスでもある

増税をビジネスチャンスに
変えよう

負担が増え、コストの増大ばかりがフォーカスされる今回の消費税増税ですが、法改正や増税はキャリ
アや規模に関わらず、士業が全員同じスタートラインに立てるタイミングでもあります。そのため、新人であっ
ても努力次第で大きく抜きん出るチャンスです。

2019 年 10 月1日から始まる消費税10％に先立ち、今回の LAWYER's NOTE では、消費税増税で何
が変わるのか、事業者にどんな負担が増えるのかについてお伝えしてきました。軽減税率とインボイス制
度の導入によって大きく影響が出るのが、飲食関係の事業者と免税事業者です。それに伴い、会計記帳や
決算書の作成などの最終砦となる税理士の手間も、かなり膨大になることが予想されます。

軽減税率もインボイス制度も、日本で初めて導入される制度です。事業者も税理士もおそらく相当苦戦
するでしょう。ここにかかる単純な労力やコストをいかに抑えられるかは、増税前の準備にかかっていると
いっても過言ではありません。早めに準備を始め、苦戦する時期を誰よりも早く抜け出ることができれば、
開業したてであろうが関係なく、事務所として一歩抜きん出ることができると確信しています。ぜひ今回の
増税について、税理士は当然ですが、他士業の先生方もしっかりと概要を掴んでおいていただきたいと思っ
ています。

まとめ

そもそも、税理士の契約は「顧問契約」としか
定めておらず、契約範囲が不明確なものが多く見
られます。契約内容を共有できていないため、本
来ならば契約内容には含まれないような業務で
も、クライアントにお願いされると断われずに何
でもしてしまう担当者もいます。確かにクライアン
トに喜ばれることは喜ばしいことですし、税理士と
しても本望であるところでしょう。しかし、事務所
経営的にはかなりの負担になっていることもまた
事実です。もし、現状こういった「契約外」の仕事
まで無償で請け負うことが当たり前になってしまっ
ているのなら、この機会をぜひ活用して見直しを
行ってください。

ちなみに、突然 ｢顧問料を値上げしてほしい｣
といった提案をしても、当然クライアントは嫌いま
す。また、顧問料だけが上がってサービス内容は
変わらないというのも、あまり良い印象を与えませ
ん。そこで、これまでの顧問契約の内容を刷新し、
内容を明確化させて新たなサービスとして売り出
せば、クライアントも ｢値上げ」ではなく「新たな
サービスを契約する」という意識を持ってくれるの
ではないでしょうか。

この増税の機会は、顧問料などの報酬引き上げ
のチャンスになるだけではなく、事務所の方針を
改めて見直し、方向性を決め直すチャンスになる
とも言えるでしょう。
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